
投票区・投票所の見直しについて（案） 
平成 30年（2018年）8月 20日政策調整会議資料  

選挙管理委員会事務局 

 

１ 現状における投票区、投票所の課題 

（１）投票所までの距離についての課題 

＊投票所までの距離が非常に長い投票区がある。 

（投票所までの最大距離（直線距離）が１ｋｍ以上ある投票区が５箇所） 

＊投票所が投票区の端に位置し、投票区内での距離の不均衡が著しい投票 

区がある。 

（２）投票所までの動線についての課題 

＊投票所に行くまでに国道を渡らなければならない地域がある。 

（３）その他の課題 

＊投票区内の一部地域の人口増により、投票所の見直しが必要な投票区が 

ある。 

 

２ 見直しについての考え方 

上記の課題を踏まえ、次のような手法により投票区、投票所の見直しを行う。 

（１）投票所までの距離の短縮 

投票所までの距離ができる限り均等になるよう、投票区の境界線や投票 

所を変更する。 

（２）投票所までの動線の改善 

国道を渡らなくてすむように、できる限り国道を投票区の境界線にする。 

（３）その他 

投票区内の人口の多い場所に投票所を変更する。 

 

＜参考＞ 

平成２２年度の見直しでは、投票区割を決定してから公共施設等を対象に投

票所を選定したため、投票所を投票区の中央付近に配置できず、投票区の端に

位置するなどいびつになっている投票区が存在している。 

これを踏まえ、今回の見直しでは投票区割と投票所の選定作業を同時に行う

とともに、投票所については従前の公共施設等に限定せずに、民間施設も含め

幅広く検討を行った。 



３ 素案の内容 

（別添パブリックコメント資料を参照） 

 

４ 見直しのスケジュール 

平成３０年９月 ◆パブリックコメントの実施 

広報紙「もみじだより」９月号に掲載 

（意見募集期間：H30.9.5～H30.9.28） 

１０月◆パブリックコメントの結果をとりまとめ、必要に応じて素案 

を修正 

１１月◆定例選挙管理委員会において見直し内容を決定 

◆見直し内容の周知 

※平成３１年４月執行予定の大阪府議会議員選挙から適用予定 



パブリックコメント手続実施要項

作成日：平成３０年（2018 年）８月３０日

案 件 の 名 称 投票区・投票所の見直し（素案）

パブリックコメント手続

実 施 の 目 的

投票区・投票所の見直しを実施するに当たり、広く市民のみなさまのご

意見をお伺いするために実施するものです。

実 施 部 局 名 選挙管理委員会事務局

（問い合わせ先） 選挙管理委員会事務局 （電話：０７２－７２４－６７６３（直通））

パブリックコメントの

対 象 と な る 資 料

（１）投票区・投票所の見直し（素案）【地図】…… 資料Ｂ

（２）投票区・投票所の見直し（素案）【一覧】…… 資料Ｃ

参 考 資 料
（１）投票区・投票所見直しの考え方について …… 資料Ａ

（２）見直し前の投票区・投票所【一覧】………… 資料Ｄ

閲 覧 方 法 と 閲 覧 場 所

（１）市ホームページ
http://www.city.minoh.lg.jp/senkan/touhyoukuminaosi2018/
publiccomment.html

（２）選挙管理委員会事務局（箕面市役所別館６階６１番窓口）
（３）行政資料コーナー（箕面市役所別館１階１２番窓口）
（４）箕面市役所豊川支所、止々呂美支所
（５）中央生涯学習センター、東生涯学習センター、西南生涯学習

センター
（６）西南図書館、桜ヶ丘図書館、萱野南図書館、小野原図書館
（７）みのお市民活動センター
※（２）～（４）は、開庁日の８時４５分から１７時１５分まで
※（５）～（７）は、各施設の開館日、開館時間中

意 見 等 の 提 出 期 間
平成３０年（2018 年）９月５日（水曜日）から９月２８日（金曜日）

（郵便の場合は消印有効）

意 見 等 の 提 出 方 法

次のうちいずれかの方法で提出してください。

（１）閲覧場所の窓口に書面で提出

（２）郵便による送付（〒５６２－０００３ 箕面市西小路４－６－１

選挙管理委員会事務局）

（３）ファクシミリによる送付（ＦＡＸ：０７２－７２４－６８５９）

（４）電子メールによる送付（情報セキュリティ対策のため送受信でき

ないメールアドレスがありますのでご注意ください。）

（メール senkan@maple.city.minoh.lg.jp）

※ 閲覧場所の窓口に意見書のひな形をご用意していますので、ご利用

ください。（自由な形式で提出していただいてもかまいません。）

意 見 等 を 提 出

で き る か た
本市にお住まいのかた

意見等を提出する際の

必 要 記 載 事 項

（１）意見を提出しようとする素案の名称

（２）氏名及び住所

提出された意見等及び

市の考え方の公表方法

「閲覧方法と閲覧場所」に記載の方法・場所で公表します。

公表期間：平成３０年(2018 年)１０月を予定しています。

※意見提出者への個別回答はいたしませんのでご了承ください。

備 考



平成３０年(2018 年)９月 箕面市選挙管理委員会

（参考資料）投票区・投票所見直しの考え方について

１ 現状における投票区、投票所の課題

（１）投票所までの距離についての課題

＊投票所までの距離が非常に長い投票区がある。

（投票所までの最大距離（直線距離）が１ｋｍ以上ある投票区が５箇所）

＊投票所が投票区の端に位置し、投票区内での距離の不均衡が著しい投票区がある。

（２）投票所までの動線についての課題

＊投票所に行くまでに国道を渡らなければならない地域がある。

（３）その他の課題

＊投票区内の一部地域の人口増により、投票所の見直しが必要な投票区がある。

２ 見直しについて

上記の課題をできるだけ解消するため、該当する投票区及び投票所について見直しを検

討し、見直し素案を策定しています。

また、今回の見直しでは投票区割と投票所の選定作業を同時に行うとともに、投票所につ

いては従前の公共施設等に限定せずに、民間施設も含め幅広く検討を行っています。

３ 見直しのスケジュール

投票区・投票所の見直しにかかるパブリックコメントの意見集約後に必要に応じて素案を

修正したうえ、平成３０年１１月開催の定例選挙管理委員会で見直し内容を決定後、平成３１

年４月執行予定の大阪府議会議員選挙から適用する予定です。

資料Ａ

箕面市では、平成２２年度に投票区や投票所の見直しを行いましたが、見直しから８

年が経過する中、人口の増加や高齢化の進展などの環境の変化を踏まえ改めて検証

したところ、いくつかの投票区・投票所において課題が生じています。

このような状況を踏まえ、さらなる投票環境の向上に向け、課題のある投票区・投票

所について見直しを進めることとしました。



投票区・投票所の見直し（素案）【地図】

 投票区の境界線
　　（見直し後）

　投票所（見直し後）

廃止する投票所

国道より南側に投票所（西南図書館）が確保

できたため、国道を境に投票区を分割

船場東地区に投票所（ＣＯＭ３号

館）が確保できたため、旧３３区を

分割し、新３７区を新設

投票所の間隔と投票区の境界線が著

しく偏っていたためバランスを調整

その他特段の説明を書いていない変更は、投票所までの距離

を短縮するため、隣接の投票区へ編入する地域です。

箕面森町中央部に投票所を確

保できたため、投票所を変更

（箕面森町自治会館⇒箕面森

町地区センター）

新３４区

新１０区

国道にまたがっていた旧２９区

を南北に分割

国道より南側に投票所（阪急オアシス）が確保で

きたため、国道を境に投票区を分割

旧１８区

から

旧２０区から

旧７区

から

旧３２区

から

旧１５区

から 旧４区

から

旧２２区

から

旧２７

　区から

旧１７区

から

旧１７区から

旧８

　　区から

旧２９

区から
旧３３区

　　　から

旧２９

　　区から

旧２９区

から

旧４区から

旧３７区から

旧３７区

から

旧３８区

から

旧９区

から

旧５区から

旧３３区

から

新設する投票所

 投票区の境界線
　  （見直し前）

旧１２区

から

資料Ｂ



投票区・投票所の見直し（素案）【一覧】 資料Ｃ

投票区
投票所

※ は変更後の投票所

投 票 区 域（見直し後）

※ が 変 更 箇 所

見直し前の

投票区

新１区 平尾会館

箕面１丁目(全)、２丁目(全)、３丁目１番１号～１１号、５９号～、５丁目１番１号～９号、４３号～、

１１番～１２番１７号、５２号～、１３番、６丁目１番～４番、５番１号～３９号、４２号～７２号、７５号～、

６番～、８丁目１番１３号～１５号、箕面１番地～、温泉町全域、箕面公園全域

新２区 西小路会館
箕面６丁目５番４０号、４１号、７３号、７４号、西小路１丁目(全)、２丁目(全)、４丁目(全)、５丁目(全)

西小路３丁目１番、１０番、１１番、１５番～１７番 旧２２区から移行

新３区 牧落幼稚園 牧落１丁目(全)、２丁目(全)、５丁目(全)、百楽荘全域

新４区 桜会館
桜１丁目(全)、２丁目５番１号～２３号、５４号～、６番～９番、３丁目(全)、４丁目(全)、５丁目１番～１４番、１６番、

１８番

新５区 若葉幼稚園
桜井１丁目１番、２番、７番～１０番、１３番～１５番、１８番、１９番、２２番～、２丁目(全)、３丁目(全)、

桜５丁目１５番、１７番

新６区 瀬川会館
瀬川１丁目(全)、２丁目(全)

瀬川３丁目１番～３番、５番～ 旧１８区から移行

新７区 南小学校

桜ヶ丘２丁目(全)、３丁目１０番～１２番、桜井１丁目３番～６番、１１番、１２番、１６番、１７番、桜６丁目(全)

桜井１丁目２０番～２１番 、桜５丁目１９番、２０番１３号～２６号

桜５丁目２０番１号～１２号、２７号～

旧５区から移行

旧４区から移行

新８区
萱野中央

人権文化センター

萱野１丁目(全)～４丁目(全)、坊島１丁目５番～９番、１１番～、２丁目１番～１３番、３丁目１番～８番、

４丁目１番～９番

如意谷１丁目１番、２番 旧１７区から移行

新９区 白島会館

白島１丁目（全）、２丁目１番～２５番、３丁目４番～１４番、１６番～、白島１番地～

石丸１丁目２０番、２２番～２８番、２丁目１番～３番、１４番～、西宿１丁目１番～５番、１２番～１７番

西宿１丁目６番～１１番、１８番～ 旧２９区から移行

新１０区 止々美ふるさと自然館 上止々呂美全域、下止々呂美全域

新１１区 半町会館

半町１丁目（全）、２丁目（全）、３丁目１番～３番、９番～１３番、桜ヶ丘４丁目１２番１号～２３号、

５５号～（１２番５８号は除く。）

半町３丁目４番～８番 、１４番～ 旧２０区から移行

新１２区 第一中学校
新稲１丁目１番～１６番２８号、３９号～１８番、２０番～、３丁目(全)、４丁目(全)

桜２丁目１番～４番、５番２４号～５３号、１０番～ 旧４区から移行

新１３区 小野原自治会館

小野原西１丁目(全)、２丁目(全)、小野原東１丁目(全)、２丁目(全)、粟生新家１丁目１番～４番２９号、４１号～、

１０番１号～２４号、１１番～

小野原西５丁目６番～、小野原東３丁目１番、２番、１１番～ 旧３７区から移行

新１４区 奥自治会館
粟生間谷西３丁目１０番～、５丁目１番～４番、８番～、６丁目（全）、７丁目（全）、粟生間谷東５丁目１番、

３４番～、粟生間谷１番地～、大字粟生間谷全域

新１５区
桜ケ丘

人権文化センター

新稲６丁目１２番～１７番、２１番～、７丁目(全)、桜ヶ丘３丁目１番～７番、４丁目１番～１１番、

１２番２４号～５４号、５８号、１３番～、５丁目(全)

桜ヶ丘１丁目１番、２番１号～１３号、４２号～５番、７番、８番

桜ヶ丘３丁目８番、９番、１３番～

旧３２区から移行

旧７区から移行

新１６区 北小学校

箕面３丁目１番１２号～５８号、２番～、４丁目１番～６番、１０番～、５丁目１番１０号～４２号、２番～１０番、

１２番１８号～５１号、１４番

如意谷１丁目３番、８番、９番 旧１７区から移行

新１７区
コミュニティセンター

萱野北小会館

如意谷１丁目４番～７番、１０番～、２丁目(全)、４丁目２番、３番、５番、坊島２丁目１４番～、３丁目９番～、

４丁目１０番～、５丁目(全)

白島２丁目２６番～、３丁目１番～３番、１５番 旧９区から移行



投票区・投票所の見直し（素案）【一覧】 資料Ｃ

投票区
投票所

※ は変更後の投票所

投 票 区 域（見直し後）

※ が 変 更 箇 所

見直し前の

投票区

新１８区 阪急オアシス箕面店 瀬川３丁目４番、４丁目１番２０号～５７号、２番～１３番、１５番～、５丁目（全）

新１９区 箕面学園附属幼稚園
箕面７丁目(全)、８丁目（１番１３号～１５号を除く。）

新稲１丁目１６番２９号～３８号、１９番 旧１２区から移行

新２０区 西南図書館
半町４丁目（全）

瀬川４丁目１番１号～１９号、５８号～、１４番 旧１８区から移行

新２１区 箕面市役所豊川支所
粟生間谷西１丁目１番～５番、７番～、２丁目１番～３番、粟生新家２丁目６番～１３番、３丁目（全）、４丁目（全）、

５丁目１番～９番１１号、２８号～、１０番１０号～２３番、２４番７号～２５番１８号

新２２区
コミュニティセンター

中小会館
箕面４丁目７番～９番、西小路３丁目２番～９番、１２番～１４番、１８番～、牧落３丁目(全)、稲１丁目(全)

坊島１丁目１番～４番、１０番 旧８区から移行

新２３区 如意谷住宅集会所 如意谷３丁目(全)、４丁目１番、４番、６番、５丁目(全) 、如意谷１番地～

新２４区 豊川北小学校 粟生間谷西４丁目（全）、５丁目５番～７番

新２５区 第四中学校
外院全域、石丸１丁目１番～１９番、２１番、２９番～、２丁目４番～１３番、３丁目(全)、石丸１番地～

今宮１丁目(全） 旧２９区から移行

新２６区
コミュニティセンター

萱野小会館

船場西全域、萱野５丁目(全)

稲５丁目３番、１４番～ 旧２７区から移行

新２７区 第五中学校 稲２丁目(全)～４丁目（全）、５丁目１番、２番、４番～１３番、６丁目(全)、牧落４丁目(全）

新２８区 粟生幼稚園

粟生間谷東１丁目(全)～４丁目(全)、５丁目２番～３３番、６丁目(全)～８丁目（全）、彩都粟生南１丁目１番～

１７番、２丁目（全）

彩都粟生南１丁目１８番 、３丁目(全） 旧３８区から移行

新２９区 もみじ保育園
今宮２丁目(全)、３丁目(全)、西宿２丁目６番７号～３８号、７番～９番

今宮４丁目１番～６番、１３番 旧３３区から移行

新３０区
粟生外院自治会館

聚楽館

粟生外院全域、粟生新家２丁目１番～５番、１４番～、５丁目９番１２号～２７号、１０番１号～９号、

２４番１号～６号、２５番１９号～

新３１区
小野原多世代

地域交流センター

小野原東４丁目(全）、６丁目(全）

小野原東３丁目３番～１０番 、５丁目(全） 旧３７区から移行

新３２区 新稲会館

新稲２丁目（全）、５丁目（全）、６丁目１番、２番、４番～９番、１８番～２０番、新稲１番地～、桜ヶ丘１丁目

２番１４号～４１号、６番、９番～、

新稲６丁目３番、１０番、１１番 旧１５区から移行

新３３区 西宿南集会所

船場東１丁目４番～９番、１１番～、西宿２丁目１番～４番、１５番～、３丁目(全)、今宮４丁目７番～１２番、

１４番～

西宿２丁目５番、６番１号～６号、３９号～、１０番～１４番 旧２９区から移行

新３４区 箕面森町地区センター 森町中全域、森町北全域、森町南全域、森町西全域

新３５区 小野原住宅地集会所
小野原西３丁目（全）、４丁目（全）、５丁目１番～５番、６丁目（全）、粟生新家１丁目４番３０号～４０号、

５番～９番、１０番２５号～３９号

新３６区 東生涯学習センター 粟生間谷西１丁目６番、２丁目４番～、３丁目１番～９番

新３７区 COM３号館 船場東１丁目１番～３番、１０番、 ２丁目(全）、 ３丁目(全） 旧３３区から移行

新３８区 彩都の丘学園 彩都粟生南４丁目(全)～７丁目（全）、彩都粟生北全域



（参考資料）見直し前の投票区・投票所【一覧】

投票区
投票所

※⇒は変更後の投票所

投 票 区 域 （現行）

※ が 変 更 箇 所

見直し後の

新投票区

旧１区 平尾会館

箕面１丁目(全)、２丁目(全)、３丁目１番１号～１１号、５９号～、５丁目１番１号～９号、４３号～、

１１番～１２番１７号、５２号～、１３番、６丁目１番～４番、５番１号～３９号、４２号～７２号、７５号～、

６番～、８丁目１番１３号～１５号、箕面１番地～、温泉町全域、箕面公園全域

旧２区 西小路会館 箕面６丁目５番４０号、４１号、７３号、７４号、西小路１丁目(全)、２丁目(全)、４丁目(全)、５丁目(全)

旧３区 牧落幼稚園 牧落１丁目(全)、２丁目(全)、５丁目(全)、百楽荘全域

旧４区 桜会館

桜１丁目(全)、２丁目５番１号～２３号、５４号～、６番～９番、３丁目(全)、４丁目(全)、５丁目１番～１４番、

１６番、１８番

桜２丁目１番～４番、５番２４号～５３号、１０番～

桜５丁目２０番１号～１２号、２７号～

新１２区へ移行

新７区へ移行

旧５区 若葉幼稚園

桜井１丁目１番、２番、７番～１０番、１３番～１５番、１８番、１９番、２２番～、２丁目(全)、３丁目(全)

桜５丁目１５番、１７番

桜井１丁目２０番、２１番、桜５丁目１９番、２０番１３号～２６号 新７区へ移行

旧６区 瀬川会館 瀬川１丁目(全)、２丁目(全)

旧７区 南小学校
桜ヶ丘２丁目(全)、３丁目１０番～１２番、桜井１丁目３番～６番、１１番、１２番、１６番、１７番、桜６丁目(全)

桜ヶ丘３丁目８番、９番、１３番～ 新１５区へ移行

旧８区
萱野中央

人権文化センター

萱野１丁目(全)～４丁目(全)、坊島１丁目５番～９番、１１番～、２丁目１番～１３番、３丁目１番～８番、

４丁目１番～９番

坊島１丁目１番～４番、１０番 新２２区へ移行

旧９区 白島会館

白島１丁目（全）、２丁目１番～２５番、３丁目４番～１４番、１６番～、白島１番地～

石丸１丁目２０番、２２番～２８番、２丁目１番～３番、１４番～、西宿１丁目１番～５番、１２番～１７番

白島２丁目２６番～、３丁目１番～３番、１５番 新１７区へ移行

旧１０区 止々美ふるさと自然館 上止々呂美全域、下止々呂美全域

旧１１区 半町会館
半町１丁目（全）、２丁目（全）、３丁目１番～３番、９番～１３番、桜ヶ丘４丁目１２番１号～２３号、

５５号～（１２番５８号は除く。）

旧１２区 第一中学校
新稲１丁目１番～１６番２８号、３９号～１８番、２０番～、３丁目(全)、４丁目(全)

新稲１丁目１６番２９号～３８号、１９番 新１９区へ移行

旧１３区 小野原自治会館
小野原西１丁目(全)、２丁目(全)、小野原東１丁目(全)、２丁目(全)、粟生新家１丁目１番～４番２９号、

４１号～、１０番１号～２４号、１１番～

旧１４区 奥自治会館
粟生間谷西３丁目１０番～、５丁目 1番～４番、８番～、６丁目（全）、７丁目（全）、粟生間谷東５丁目１番、

３４番～、粟生間谷１番地～、大字粟生間谷全域

旧１５区
桜ケ丘人権文化

センター

新稲６丁目１２番～１７番、２１番～、７丁目(全)、桜ヶ丘３丁目１番～７番、４丁目１番～１１番、

１２番２４号～５４号、５８号、１３番～、５丁目(全)

新稲６丁目３番、１０番、１１番 新３２区へ移行

旧１６区 北小学校
箕面３丁目１番１２号～５８号、２番～、４丁目１番～６番、１０番～、５丁目１番１０号～４２号、２番～１０番、

１２番１８号～５１号、１４番

旧１７区
コミュニティセンター

萱野北小会館

如意谷１丁目４番～７番、１０番～、２丁目(全)、４丁目２番、３番、５番、坊島２丁目１４番～、３丁目９番～、

４丁目１０番～、５丁目(全)

如意谷１丁目１番、２番

如意谷１丁目３番、８番、９番

新８区へ移行

新１６区へ移行

資料Ｄ



（参考資料）見直し前の投票区・投票所【一覧】

投票区
投票所

※⇒は変更後の投票所

投 票 区 域 （現行）

※ が 変 更 箇 所

見直し後の

新投票区

旧１８区
西南小学校

⇒阪急オアシス箕面店

瀬川３丁目４番、４丁目１番２０号～５７号、２番～１３番、１５番～、５丁目（全）

瀬川３丁目１番～３番、５番～

瀬川４丁目１番１号～１９号、５８号～、１４番

新６区へ移行

新２０区へ移行

旧１９区 箕面学園附属幼稚園 箕面７丁目(全)、８丁目（１番１３号～１５号を除く。）

旧２０区

コミュニティセンター

西南小会館

⇒西南図書館

半町４丁目（全）

半町３丁目４番～８番、１４番～ 新１１区へ移行

旧２１区 箕面市役所豊川支所
粟生間谷西１丁目１番～５番、７番～、２丁目１番～３番、粟生新家２丁目６番～１３番、３丁目（全）、

４丁目（全）、５丁目１番～９番１１号、２８号～、１０番１０号～２３番、２４番７号～２５番１８号

旧２２区
コミュニティセンター

中小会館

箕面４丁目７番～９番、西小路３丁目２番～９番、１２番～１４番、１８番～、牧落３丁目(全)、稲１丁目(全)

西小路３丁目１番、１０番、１１番、１５番～１７番 新２区へ移行

旧２３区 如意谷住宅集会所 如意谷３丁目(全)、４丁目１番、４番、６番、５丁目(全) 、如意谷１番地～

旧２４区 豊川北小学校 粟生間谷西４丁目(全)、５丁目５番～７番

旧２５区
第四中学校

開放教室
外院全域、石丸１丁目１番～１９番、２１番、２９番～、２丁目４番～１３番、３丁目(全)、石丸１番地～

旧２６区
コミュニティセンター

萱野小会館
船場西全域、萱野５丁目(全)

旧２７区 第五中学校
稲２丁目(全)～４丁目(全)、５丁目１番、２番、４番～１３番、６丁目(全)、牧落４丁目(全)

稲５丁目３番、１４番～ 新２６区へ移行

旧２８区 粟生幼稚園
粟生間谷東１丁目(全)～４丁目(全)、５丁目２番～３３番、６丁目(全)～８丁目(全)、彩都粟生南１丁目１番～

１７番、２丁目（全）

旧２９区 もみじ保育園

今宮２丁目（全）、３丁目（全）、西宿２丁目６番７号～３８号、７番～９番

今宮１丁目（全)

西宿１丁目６番～１１番、１８番～

西宿２丁目５番、６番１号～６号、３９号～、１０番～１４番

新２５区へ移行

新９区へ移行

新３３区へ移行

旧３０区
粟生外院自治会館

聚楽館

粟生外院全域、粟生新家２丁目１番～５番、１４番～、５丁目９番１２号～２７号、１０番１号～９号、

２４番１号～６号、２５番１９号～

旧３１区
小野原多世代

地域交流センター
小野原東４丁目（全）、６丁目（全）

旧３２区 新稲会館

新稲２丁目（全）、５丁目（全）、６丁目１番、２番、４番～９番、１８番～２０番、新稲１番地～、桜ヶ丘１丁目

２番１４号～４１号、６番、９番～

桜ヶ丘１丁目１番、２番１号～１３号、４２号～５番、７番、８番 新１５区へ移行

旧３３区 西宿南集会所

船場東１丁目４番～９番、１１番～、西宿２丁目１番～４番、１５番～、３丁目(全)、今宮４丁目７番～１２番、

１４番～

船場東１丁目１番～３番、１０番、２丁目（全）、３丁目（全）

今宮４丁目１番～６番、１３番

新３７区へ移行

新２９区へ移行

旧３４区
箕面森町自治会館

⇒箕面森町地区センター
森町中全域、森町北全域、森町南全域、森町西全域 投票所変更

旧３５区 小野原住宅地集会所
小野原西３丁目(全)、４丁目(全)、５丁目１番～５番、６丁目(全)、粟生新家１丁目４番３０号～４０号、

５番～９番、１０番２５号～３９号

旧３６区 東生涯学習センター 粟生間谷西１丁目６番、２丁目４番～、３丁目１番～９番

旧３７区
コミュニティセンター

豊川南小会館

小野原西５丁目６番～、小野原東３丁目１番、２番、１１番～

小野原東３丁目３番～１０番、５丁目（全）

新１３区へ移行

新３１区へ移行

旧３８区 彩都の丘学園
彩都粟生南４丁目（全）～７丁目（全）、彩都粟生北全域

彩都粟生南１丁目１８番、３丁目（全） 新２８区へ移行

資料Ｄ


